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1 はじめに

接続距離, 管理の容易さなどの利点を持つ SAN とし
IP-SAN や iSCSI が注目を集めている. 著者らは文献
[1] において高遅延環境下における iSCSI シーケンシャ
ルアクセスのスループットの向上手法について述べた.
本稿ではさらに , ショートブロックを用いた iSCSI アク
セスのターンアラウンド タイム性能について考察する.
て

2 iSCSI 基本性能測定

以下の, 3 実装を用いて小粒度 iSCSI アクセスの性能
を測定した. 1 ニューハンプシャー大学 IOL が配布する
draft 18 準拠の iSCSI 実装 (以下 \UNH 18" と呼ぶ), 2
IOL 配布で draft 20 準拠の実装 (\UNH 20"), 3 Intel 社
配布で draft 16 準拠の実装 (\Intel 16"). 簡略化のため
iSCSI Target はメモリモードで動作さた. 同環境におけ
る 8KB Read のターンアラウンドタイムを測定し図 1 の
\UNH 18(def)", \UNH 20(def)", \Intel 16(def)" を得
た. 同図横軸は人工的に作成した Initiator-Target 間片
道遅延時間である. 同図よりターンアラウンド タイムは
実装により 2 倍程度の差 (約 1RTT(Round Trip Time)
と約 2RTT) があることが確認された. 次に , これらの計
測に対し開発した iSCSI 解析システム [1] を用いてその
パケットの転送を可視化した (図 2 参照) し \UNH 18"
においては, Read 1 回につきネットワークの 2 往復が行
われており, iSCSI Response が TCP Ack の受信を待っ
て送信されていることが確認された. これは同実装にお
いて, TCP の Nagle のアルゴ リズムが有効となってお
り, 微少パケット iSCSI Response の送信が停止してい
ることが原因である (\Intel 16" では TCP NODELAY によ
り Nagle のアルゴ リズムが無効されており, \UNH 20"
では Read 毎に Response を送信していない).

3 TCP の振る舞いと HDD デバイスの影響の測定

次に , 上記の実装に対し以下の改変を行いその性能を
測定した. 1 \UNH 18" 実装に対し Nagle のアルゴ
リズムの無効化を行った (\UNH 18(ND)" と呼ぶ), 2
iSCSI Data-in と iSCSI Response を結合し TCP 実装
に対し 1 要求で受け渡し微少パケットが 2 個以上発生す
るのを回避した (\UNH 18(conc)"), 3 \Intel 16" 実装
から TCP NODELAY オプションを削除した (\Intel 16(NND)"). 同様に, そのターンアラウンドタイムを図 1 に記
す. 同図より, Nagle のアルゴリズム有効時における微少
パケットの生成がターンアラウンド タイムの増加を招い
ていることが確認された. 次に, 実 HDD デバイスを用い
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1 iSCSI Read(8KB) のターンアラウンド タイム

2 \UNH 18" におけるパケット転送の可視化
た計測を行い図 1 の \Inetl 16(HDD)"(実 HDD を用い
た \Intel 16" 実装) , \Intel 16(NDD-HD)"(\Intel 16" か
ら TCP NODELAY を削除し実 HDD を使用) を得た. 同測
定はランダムアクセスであり Read 1 回毎に HDD アク
セスを行っている. 同図より実 HDD への応用時のター
ンアラウンドタイムは遅延時間 (1RTT または 2RTT) に
固定的な HDD の応答時間を追加したものとなることが
分かる. 一般に HDD の応答時間が 10ms 程度であるた
め遅延時間が 4ms を越える場合は本稿で述べたような
往復回数の削減等が重要になると考える.
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4 まとめと今後の課題

以上の様に , 高遅延環境における小粒度 iSCSI アクセ
スのターンアラウンド タイムの縮小には , TCP/IP の振
る舞いを考慮した iSCSI ド ライバの実装が重要であり,
その性能に大きな影響を与えることが確認された. 今
後は複数の iSCSI 接続を確立し , CPU 消費や TCP の
ハードウェア処理を考慮して単位時間あたりのトランザ
クション性能の向上について研究を進めていく.
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